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１．はじめに

精神病床入院体系における3類型の成立と展開

安藤 道人＊1、後藤 基行＊2

抄 録

戦後日本の精神病床入院の急拡大は、主に「行政収容」（精神衛生法下の措置入院）、「公的扶助」（生活保護法下の

医療扶助入院）、「社会保険」（公的医療保険による保険給付）という3つの異なる制度体系からの公的支出に支えら

れていた。現在、約30万人に及ぶ精神病床入院患者の地域移行が喫緊の政策課題とされているが、この複線的な入

院形態が高水準の精神病床入院の形成に果たした歴史的役割は明らかにされていない。本論文は、上記のような問題

意識の下、2つの実証的な課題に取り組んだ。第一に、精神病床入院における「行政収容」、「公的扶助」、「社会保険」

の3つの公的支出の枠組みは、戦前から戦後へと継承されたという仮説（仮説I）を検証した。第二に、この3つの

公的支出経路における戦後の独立した領域での制度改革が、それぞれの経路からの入院者数や公的支出規模の急激な

拡大に繋がったという仮説（仮説II）を検証した。

仮説Iの検証においては、まず「行政収容」による精神病床入院の制度的起源として精神病者監護法の公的監置を

位置づけ、戦後精神衛生法の措置入院との連続性があることを論じた。次いで「公的扶助」による入院の前史を戦前

期救護法の医療収容救護に見出し、その規模や運用実態、そして生活保護法の医療扶助入院との関係について検討を

加えた。最後に「社会保険」による入院については、戦前期には量的には限定的だったが、戦後の「国民皆保険」下

の精神病床入院へと繋がるものであったことを論じた。以上のように、戦後の3種類の精神病床入院体系は、未成熟

とはいえすでに戦前期にその原型を見出すことが可能であった。

仮説IIについては、上述した3類型における戦前から戦後にかけての精神病床入院や公的支出規模の拡大の歴史

的動態を検証し、戦後の精神病床入院の増加が、それぞれの領域における重要な戦後改革のタイミングに応じている

ことを明らかにした。特に、戦後直後から1960年代にかけて一貫して精神病床入院の拡大を財源面から支えたのは、

精神衛生法下の措置入院というよりも、新旧の生活保護法における医療扶助入院や、皆保険への道を歩みつつあった

公的医療保険による入院であり、これらが戦後の精神病床入院増のベースとなったことを論証した。

本稿の主要な成果は、第一になぜ日本の精神病床入院には3つの経路からの財政的支出が構造化されているのかと

いう問いに対して歴史的な視点から回答を与えたことである。第二に戦前から戦後にかけての精神病床入院増と公的

支出拡大の長期的な動態を3類型ごとに検証し、各制度内部の諸改革がその後の入院増と連動していることを明らか

にしたことである。

以上より、戦後の精神病床入院に対する複線的な公的支出パターンは、強い政策的意図をもって構築されてきたの

ではなく、戦前期に既に未熟ながら成立していた3つの枠組みを引き継ぐ形で始まり、その3領域における独立した

制度改革を契機として、精神病床入院増をもたらしたことが明らかになった。
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代までに急激に拡大し、1955年に約4万5千人

ほどだった入院患者数は15年後の1970年には

約25万人に達した。図1が示すように、この時

期の人口あたりの精神病床入院の増加率は戦前期

あるいは戦後初期の増加率とは一線を画している。

さらに1979年には入院患者数は30万人を突破

し、2012年時点においても約30万人という事

実は、この戦後の急拡大期に作られた精神病床入

院体制の延長上に現代はなお位置することを示唆

している。

この1960年代までの精神病床入院の急拡大は、

主に「行政収容」（精神衛生法による措置入院）、

「公的扶助」（生活保護法による医療扶助入院）、

「社会保険」（公的医療保険による入院）という3

つの異なる制度体系に基づく公的支出に支えられ

ていた。戦後日本社会がかくも巨大な精神病床入

院体制を持つに至ったのは、財政的な観点からは

この3つの経路の存在なくしては考えられなかっ

たといってよい。

本稿はこれら3類型からの精神病床入院体制

が、戦前から引き継がれ、かつ戦後の諸改革によ

り急拡大したことを論証する。この論証の目的は、

現代日本の政策課題としての精神病床入院の削減

の困難さの歴史的・制度的背景の検証である。現

在、精神医療の地域移行が喫緊の政策課題とされ

ているが、欧米諸国の脱施設化の歴史的趨勢とは

異なり、日本では高水準の精神病床入院がこれま

で維持されてきた。この一つの背景として、日本

には3つの制度体系に基づく複線的な入院形態

と公的支出が存在し、単一の制度改革による病床・

入院水準のコントロールが困難であったことが挙

げられる。

例えば、戦後急拡大期の1960年代には上述し

た3領域の全てで精神病床入院の拡大があった
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図1 人口1万人あたり精神病床数・精神病床入院患者数

出所）戦前病床数は岡田（2002）、戦後病床数は『病院報告』各年版に基づいて著者作成。戦前入院患者数（精神病院のみ）は『衛生
局年報』各年版、戦後入院患者数は『衛生年報』各年版、厚生省公衆衛生局『わが国における精神障害の現状 昭和38年障害
者実態調査』 1965年、『病院報告』各年版に基づいて著者作成。



が、措置入院が減少に転じた1970年代以降も、

医療扶助と公的医療保険という異なる財政的経路

からの入院は増加を続けた。つまり、戦後日本の

精神医療の世界的潮流からの逸脱ともいえる入院

増の原因を分析するには、精神衛生法に基づく精

神病床入院の検証に加えて、生活保護法と社会保

険による精神病床入院と財政支出がなぜ1950年

代から増加し続けたのかという考察が不可欠であ

る。そしてそのためには、先行研究が必ずしも意

識してこなかったこれら3類型の抽出と整理が

必要となる。

本稿は、上記のような問題意識の下、大きく分

けて2つの実証的な課題に取り組む。第一に、

「行政収容」、「公的扶助」、「社会保険」という3

種類の財政的経路を通じた精神病床入院体系が歴

史的にどのように形成されたのか、という点を明

らかにする。第二に、それら3つの経路におけ

る精神病床入院および公的支出規模が、いつ、ど

のように拡大したかを、1930年代から1960年

代までを中心に検証する。

本稿の構成は次のとおりである。2節において、

本稿の仮説設定と分析手法を述べる。3節では、

大規模な精神病床入院を可能にした戦後の3種

類の公的支出形態がなぜ成立したかを、戦前まで

遡り、法・制度的な観点から実証的に検証する。

4節では、戦前からの長期時系列統計を用いて、

この公的支出の3類型別の精神病床入院や公的

支出規模の歴史的動態を分析する。5節は、考察

と結論である。

精神医療史の先行研究では、戦前期の関連制度

に関して、私宅監置や家族の監護責任を定めた、

日本で最初の精神病に関わる法律である精神病者

監護法（1900年、以下監護法とも呼称）に論点

が集中してきたといってよい。また、戦後精神医

療の入院形態についての研究では、共に実質的な

強制入院である、措置入院（本人及び関係者の同

意なしでも可能）と同意入院（本人の同意がなく

ても保護義務者の同意で可能）の問題が主に取り

上げられてきた。

しかし、本稿は、こうした精神病床入院の強制

性の問題ではなく、その財政的な拠出区分に着目

して分析を行う。そのことにより、先行研究では

正面から論じられてこなかった、戦前から戦後に

かけての財政上の複線的な精神病床入院の全体像

を考察していく。そのために、本稿では後藤

（2012a1）；2012b2）；20133））注1 の研究を基礎と

しつつ、2つの仮説を提示してその実証的な検証

を試みる。最初の仮説は以下のようなものである。

仮説I：精神病床入院に対する「行政収容」、

「公的扶助」、「社会保険」の3つの公的支出形

態は、戦前から戦後へと継承されたものである。

戦前と戦後における精神病床入院への公的支出

体系は、表1に整理したように、「行政収容」、

「公的扶助」、「社会保険」の3種類に分けること

ができる。仮説Iはこの3類型による精神病床

入院が、戦前に形成され戦後へと継承されたこと

を論じる。

この仮説Iを先行研究と比較すると以下のよう

に整理できる。第一に「行政収容」について、こ

れまでの精神病者監護法研究は私宅監置研究が中

心であり、市町村長責任によって実行される病院

等への公的監置の研究は十分になされてこなかっ

た。本稿では、後藤（2012a,b）の成果を踏まえ、

戦前の監護法第6条の公的監置が戦後の措置入

院へと続く「行政収容」型の入院の制度的原型で

あると捉える。

第二に「公的扶助」について、戦前の救護法が

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
―制度形成と財政的変遷の歴史分析―
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２．仮説設定と分析手法



戦後の生活保護法の前身であることはよく知られ

ており、従って救護法下の医療収容救護は、戦後

の精神病床入院において大きなプレゼンスを占め

る生活保護下の医療扶助入院の制度的起源と考え

うる。にもかかわらず、精神障害者の救護法によ

る収容救護に関する研究はほぼ皆無である。本稿

では、後藤（2013）による実証研究を基に、「公

的扶助」型入院の起源として救護法下の医療収容

救護を捉える。

第三に「社会保険」について、戦前においても

精神病者監護法、救護法、そして後述する精神病

院法（1919年）のいずれにも基づかない私費及

び社会保険入院が一定規模で存在し、これらの入

院形態は、戦後の国民皆保険化を通じて大規模な

社会保険入院へと転じた。本稿では、戦前期の私

費・社会保険入院を、「社会保険」型の精神病床

入院の起源と考える。

しかし、この3種類の公的支出形態の制度的

骨格が戦前から継承されたとしても、戦前から戦

後にかけて全く同一の制度が存続したわけではな

い。むしろ諸制度が大きく改革されたからこそ戦

後の精神病床入院や公的支出の拡大が実現したは

ずである。従って、「行政収容」、「公的扶助」、

「社会保険」という公的支出の枠組みが、その基

本的構造を維持しつつ、戦前から戦後にかけてど

のような質的転換を遂げたのかも検証する。ただ

し、個々の法・制度における戦後改革の内容につ

いては既に岡田（2002）4）、精神保健福祉行政の

歩み編集委員会（2000）5）、広田（2004）6）、寺脇

（2007）7）、副田（1995）8）、吉原・和田（2008）9）

等、多くの研究蓄積があるため、戦前からの制度

的継続性を踏まえた簡潔な記述に留める。

次いで、仮説Iを踏まえた上で、以下の仮説を

提示する。

仮説II：上記の3つの公的支出経路における

独立した戦後の諸改革は、それぞれの経路にお

ける精神病床入院者数や公的支出規模の急激な

拡大に繋がった。

仮説Iでは精神病床入院への公的支出の枠組み

の制度的継続性という側面に焦点を当てるが、実

際に生じたのは戦後における非連続的ともいえる

精神病床数や入院患者数の急増であった。その一

つの理由は、この3つの公的支出形態における

戦後改革が、それぞれの公的支出の対象者や給付
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表1 戦前・戦後の精神病床入院における公的支出形態の3類型

戦前 戦後

「行政収容」による入院

入院形態 公的監置 措置入院

公的支出の法的根拠
精神病者監護法 精神衛生法

精神病院法

「公的扶助」による入院

入院形態 医療収容救護 医療扶助入院

公的支出の法的根拠 救護法 生活保護法

「社会保険」による入院

入院形態 私費・社会保険による入院 社会保険による入院

公的支出の法的根拠
健康保険法、 健康保険法、

国民健康保険法等 国民健康保険法等

出所）著者作成



レベルを拡大したことによると考えられる注2。特

に精神病床入院増の分析にとって重要と考えられ

るのが、生活保護法と社会保険領域での改革であ

る。これらは精神医療政策とは異なる歴史的経緯

や財源によって形成されたにもかかわらず、精神

病床入院に大きな影響をもたらした。従って、仮

説IIでは3類型別に戦後改革と精神病床入院増

のタイミングの関係を検証することによって、戦

後の制度改革の影響を検証する。

ただし、仮説IIが提示する「戦後改革による

精神病床入院の急拡大」という事実自体は多くの

先行研究が自明としている。しかし、精神衛生法

の改正に関心が集中しており、生活保護法や社会

保険の動きはほとんど注目されておらず、また戦

前から戦後の推移を統計的に検証している研究は

管見の限り存在しない。例外的に中山（1980）10）

は、本稿と同様に措置入院・医療扶助・社会保険

別に精神病床入院の増加を考察しているが、分析

は戦後の入院患者数に限定され、事実関係の推移

に叙述の重点があるため、歴史的背景などは論じ

ていない。

最後に、本稿における分析手法について述べる。

まず仮説Iの検証は、主に戦前・戦後期の一次史

料、一次統計及び二次文献を用いた法・制度分析

によって行う。一方、仮説IIの検証は、戦前・

戦後期の一次統計を接続し、必要に応じて推計値

を加えた国レベルの長期時系列統計を用いて、記

述統計分析を行う。

本節では、仮説Iの検証を「行政収容」、「公的

扶助」、「社会保険」それぞれの領域において行う。

（１）「行政収容」による監置・入院

① 先行研究における精神病者監護法

近代日本において、精神疾患に関連する最初の

全国的法制度は精神病者監護法（1900年）であ

る。先述のように多くの先行研究は、同法を私宅

監置の合法化と監護義務者規定という二つの文脈

に着目して解釈してきた。例えば、戦後日本の精

神医学界の権威であった秋元波留夫は、「この法

律の目的は社会にとって危険な存在である精神病

者の監禁を家族に義務付け（「監護義務者」）、自

宅に監禁すること（「私宅監置」）を警察の許可制

にして合法化することであった」と記述している

（秋元、2000）11）。また岩尾（2012：416）12）は、

精神衛生法以来の保護者制度について「精神病者

監護法からわが国で延々と続けられてきた精神障

がい者の非自発的入院を「私人の責任・費用」で

行ってきた残滓」であると批判する。

このように精神病者監護法は、公安的であるこ

とと、患者管理を家族など個人の責任・費用で行

わせるという意味において、「私宅監置は日本の

精神科医療の原型」（吉岡 1982：41）13）、「私宅

監置こそ日本の精神科医療の原型」（岡田 2002：

141）として、精神医療にまつわる歴史の重要な

核として位置づけられてきた。

② 精神病者監護法第6条―公的監置

上にみたように、戦前期日本の精神医療につい

ての先行研究では、公的な関与というものは、一

貫して消極的なものとして理解されてきた。しか

し、一方で監護法はその第 6条で、市区町村長

責任による公的監置を定め、表2にあるように、

同条による公的監置は、1930年代後半までその

運用上の重要性を増大させてきたことが分かる。

また、その運用法規（明治33年勅令第282号、

「精神病者監護法第六条及第八条第三項ニ依レル

監護ニ関スル件」）の内容は、警察・市区町村長・

知事の3者だけで強制的監置を可能にするもの

だった14）。

こうした精神障害者の強制収容が1937年末の

時点で5000人を超えた。この数字は、現在では

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
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「絶対隔離政策」として知られるハンセン病収容

患者数が同年で6549人（ほぼ公費、一部施療）

だったことと比較すると、監護法第6条適用患

者数の大きさが理解できる。

③ 公的監置から措置入院へ

戦後、精神衛生法が1950年に制定され、精神

病者監護法、精神病院法は廃止された。措置入院

はこの精神衛生法第29条に定められたもので、

2人以上の精神衛生鑑定医の診断結果、患者が自

傷他害のおそれがある時は、本人及び関係者の同

意がなくても、知事は患者を入院させることがで

きる、という規定である。

先行研究では、この措置入院の起源として、

1919年に制定された精神病院法を挙げるものが

散見される。例えば、岡田（2002：202）は

「知事の命令による強制入院である措置入院制度

は、精神病院法の知事命令による入院」を踏襲し

たとし、山下（1987：208）15）も「行政権力によっ

て、精神障害者を精神病院に隔離収容しようとし

たもので、現行法における措置入院に相当する」

と書いている。

しかし本稿は、監護法の運用実態並びに施行令

や施行規則等の解釈から、精神衛生法の措置入院

の制度上の原型としては、精神病院法だけではな

く監護法第6条の公的監置制度をより重視すべ

きと考える。その理由は、監護法第6条のもつ

以下の法的側面である。

● 原則的に行政機関による患者の強制的な病

院収容体系であること。

● 原則的に収容に関わる経費が公費負担であ

ること。

● 最終的に知事の認可によって正式に実行さ

れること。

このように、人権上の拘束に関わる監護法第6

条の公的監置が強制収容、公費負担、最終責任者

としての地方長官という3つの要素をもつこと

は、措置入院の本質的機能との連続性を措定する

上で不可欠のものと考えられる。精神病院法にも

類似した規定は存在するが、監護法は精神病院法

に史的に先行する。さらに、監護法第6条を措

置入院の雛型とすべき理由は以下の点からも補強

できる。

● 精神病院法、精神病院法施行ニ関スル件、

精神病院法施行令、精神病院法施行規則注3

のいずれも、強制収容の具体的手続きに関

する規定が存在しないこと。
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表2 戦前期における精神病者監護法第6条による公的監置の位置

年次
（A）主に私宅

監置

（B）監護法
第6条による
公的監置

（C）精神病院
法による
公費入院

（D）監護法・
病院法による
公費収容
＝B＋C

（E）精神病院
入院患者数

B/A（％） B/D（％） B/E（％）

1905 2820 709 709 － 25.1％ 100％ －

1910 3395 1102 1102 － 32.5％ 100％ －

1915 4164 2009 2009 － 48.2％ 100％ －

1920 4044 2385 2385 － 59.0％ 100％ －

1925 4770 1462 2356 3818 － 30.6％ 38.3％ －

1930 6101 3101 4131 7232 9257 50.8％ 42.9％ 33.5％

1935 6797 4103 5439 9542 15381 60.4％ 43.0％ 26.7％

1940 5772 2665 8415 11080 20132 46.2％ 24.1％ 13.2％

出所）『衛生局年報』各年版
注1）（B）監護法第6条における公的監置は、「官公私立病院ニ監置シタル者」における「市区町村長ノ監置」と、「其ノ他ノ場所ニ監置シタル者」に

おける「市区町村長ノ監置」の合計値。なお、後者は(E)精神病院入院患者数には含まれない。
注2）“－”は該当統計が欠損していることを示す。



● 精神病者監護法第6条の運用規定である

明治33年勅令第282号第1・2条には、

行政による患者の強制的な収容を可能にす

る手続きが定められていること。

これらの点より、精神病者監護法第6条の公

的監置は、戦後措置入院との連続性を持ち、かつ

精神病院法よりも重要な制度的原型だとみなすこ

とができる。また、近代日本における精神障害者

に対する公的強制収容の法体系は、監護法第6

条及びその運用規定（特に明治33年勅令第282

号）によって初めて全国的に構築され、運用され

てきたと結論づけられる。

その後、監護法・病院法を引き継ぎ1950年に

成立した精神衛生法の措置入院は、都道府県の支

弁費に対し10分の5の国庫補助が定められた。

また、1961年に精神衛生法が改正され、国庫補

助額は10分の8まで増額された。中山（1980）

や岡田（2002）ら多くの先行研究が指摘するよ

うに、この改正により、生活保護法の医療扶助と

国庫補助額が同等となったこともあり、同年以降

の数年間における措置入院者数の増加は際立った

ものとなった。

（２）「公的扶助」による収容救護・入院

① 先行研究における救護法

救護法は、当時の社会的貧窮の広まりを背景に

1929年に制定され、32年より施行された、いわ

ゆる一般的救貧制度と呼びうるものである。小山

（1951：3）16）によれば、戦後の生活保護法は「そ

の法技術的構成の範を昭和四年（1929年）の救

護法に採つて」いる。また、寺脇（2007：24）

は、「救護法と言えば、現行の生活保護法（1950

年制定のいわゆる新法）に代表される公的扶助制

度の前身として位置付けられる」と述べている。

このように、救護法と戦後生活保護法の制度的連

続性は明らかである。また、本稿の主題上重要で

あるのは、数は少ないとはいえ、この救護法の適

用により戦前期においても精神病患者の病院収容

が行われていたことである。そしてその後継制度

である生活保護法は、1950年代から70年代に

おいて入院患者総数の約35％から50％をカバー

し、同時期の精神病床入院増に最も大きなインパ

クトを持っていた（桑原、1997）17）。

しかし、先行研究をみると、例えば岡田

（2002）には、戦前期の救護法については事実上

言及がなく、生活保護法の医療扶助入院について

も戦後の大規模な精神病床入院に果たした役割は

考察の対象となっていない。また、精神医療に関

連した行政制度をまとめた著書でも、救護法には

やはり言及がなく、生活保護法も精神医療と関係

が深い制度として扱われていない（精神保健福祉

行政のあゆみ編集委員会、2000；広田、2004）。

救護法と精神医療の関わりはほとんど研究されて

こなかったといってよい。

② 救護法による医療収容救護

救護法は日本の歴史において実質上初めて救貧

的（公的扶助的）経路から精神病患者の病院収容

への公費投入を制度的に可能にしたものといえる。

それまでも精神病者監護法、精神病院法という公

費収容を可能とする特別法が存在したが、どちら

も適用に際して患者世帯の経済状況を第一要件と

しておらず、実際の運用においても救療的な形態

としては機能していなかったと考えられる。

なお、救護法による精神病院への収容患者数に

関する数値は、唯一1935年末の数字だけが、菅

（1937）18） によって信頼できるものとして残って

いる。それを表したのが図 2である。図 2から

も分かるように、当時救護法によって少なくとも

1,000人程度が収容救護されており、全精神病院

入院者数（15,000人）に対する割合として約7

％、全公費入院患者の合計 9,000人超に対して

11％程であった。一方、救護法の全体の統計を

表したのが表3である。表3をみると、1935年

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
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図2 精神病床入院患者数の費用支払別区分（1935年末、全15306床）

出所）菅（1937）

表3 救護法実施状況（1933－39年）

年月日 救護人員総数

方法別 種類別

居宅 収容
生活扶助 医療

助産 生業扶助
うち収容 うち収容

1933 実数 110,563 103,334 7,229 105,688 6,916 4,559 313 252 0

9.30 比率 100％ 93.5％ 6.5％ 95.6％ 6.3％ 4.1％ 0.3％ 0.2％ 0.0％

1935 実数 132,332 120,644 11,688 121,575 7,625 10,459 4,049 150 148

3.31 比率 100％ 91.2％ 8.8％ 91.9％ 5.8％ 7.9％ 3.1％ 0.1％ 0.1％

1937 実数 141,368 127,769 13,632 131,605 9,608 9,659 4,021 39 65

3.31 比率 100％ 90.4％ 9.6％ 93.1％ 6.8％ 6.8％ 2.8％ 0.0％ 0.0％

1938 実数 132,440 118,063 14,377 121,018 9,990 11,374 4,386 22 26

3.31 比率 100％ 89.1％ 10.9％ 91.4％ 7.5％ 8.6％ 3.3％ 0.0％ 0.0％

1939 実数 118,319 103,978 14,341 107,487 9,998 10,821 4,340 8 3

3.31 比率 100％ 87.9％ 12.1％ 90.8％ 8.5％ 9.1％ 3.7％ 0.0％ 0.0％

出所）寺脇隆夫（2007：572）より作成



3月末に救護総人員130,000人超に対し収容救

護人員は12,000人弱で、うち医療での収容は約

4,000人である。従って、救護法による医療収容

の少なくとも4分の1程度は、精神障害者であっ

たと考えられる。

③ 医療収容救護から医療扶助入院へ

既述のように、救護法は生活保護法の前身であ

る。一方、精神障害者に対する救護法の医療収容

救護と、生活保護法の医療扶助入院の連続性につ

いて考察した研究は存在しないと考えられる。従っ

てここでは簡潔に、前者から後者への制度的継承

について確認する。

まず、戦中期に救護法を補充するものとして、

軍事扶助法、医療保護法、戦時災害保護法などが

相次いで立法化された。そして戦後、救護法とこ

れらの関連法を統合する形で1946年に旧生活保

護法が成立した。この旧生活保護法は、基本的な

内容を救護法から引き継いでおり、また同第45

条で救護法の認可を受けていた施設は生活保護法

でもそのまま認可施設となることが定められた。

この点からも、救護法での収容と生活保護法の扶

助入院は制度上の継続性をもっていたと言える。

また、1949年度の『衛生年報』の精神病院統計

によると、この旧生活保護法の医療扶助によって、

年末時点で5,067人の精神病患者が入院してお

り、同年末の医療扶助での総入院患者数13,514

人の4割弱を占め、監護法と病院法による入院

患者数2,300人を大きく上回った。これは、旧

生活保護法において、地方自治体が支弁した保護

費に対して10分の8の国庫補助費が認められた

ことに起因すると考えられる。というのも、救護

法では国庫補助が2分の1、監護法は国庫補助ゼ

ロ、精神病院法も6分の1にとどまっていたか

らである。

このように、救護法から生活保護法へ至る過程

において、精神障害者の収容・入院も制度的に拡

大した。また、1961年以降は各種扶助基準が大

きく引き上げられ、世帯分離要件が緩和されるな

ど、生活保護制度自体の大きな水準向上期であっ

た。さらに戦後は地方財政平衡交付金（1950年

度施行）や地方交付税交付金（1954年度施行）

など本格的な財政調整制度も形成されたため、生

活保護法の適用に際し地方自治体の実質的負担は

相当程度縮減され、精神障害者の医療扶助入院も

財政上容易になった。

本節にみたように、歴史的に重要なのは、遅く

とも1930年代半ばには、「公的扶助」的経路か

らの精神病床入院の制度的原型が救護法により生

成され、それが戦後の生活保護法に継承されていっ

たと認められることである。この生活保護法によ

る公的扶助的な経路からの精神病床入院には、巨

額の公費が投入され、戦後直後から1960年代に

かけて、生活保護法下の医療扶助入院は、精神病

床入院増に関連する制度上最も重要なものとなっ

ていくのである。

（３）「社会保険」による入院

① 戦前期における私費・社会保険による精神

病床入院

戦前期における精神科病床への入院に対する社

会保険給付については一次資料がほとんど確認さ

れておらず、有力な先行研究も存在しない。従っ

て健康保険法（1927年施行）や国民健康保険法

（1938年施行）等に代表される戦前の社会保険

法に基づく保険給付が、どの程度、どのように精

神科の入院医療に投じられたのかは不明である。

数少ない例外として、後藤（2013）が使用し

た川崎市公文書館所蔵の行政文書の中には、

1932年から40年の間における全50件の精神病

での収容救護に関する事例の中で、少なくとも3

件の健康保険法の適用による入院事例（内2件

は精神病院、1件は一般病院）が記録されている。

いずれも当時の健康保険法の期限である180日

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
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間を満了して退院となるが、すぐに生活が行き詰

まり、後に救護法での収容に切り替えられている。

これらの事例は、戦前においても社会保険による

精神病床入院が一定の役割を果たしたケースがあ

ることの証左であるものの、その運用実態の全体

像を把握することは困難である。

しかし、4節で示す長期統計でも明らかなよう

に、時代が下るごとに私費入院患者は増えており、

これは、Suzuki（2003）19）も指摘するように、

1930年代頃から（私立）精神病院に治療を求め

て自費入院する患者層が拡大してきたことを示唆

している。これらの中には、健康保険法に基づく

社会保険給付によって入院していたものも一定数

いたと推測される。

② 戦後「国民皆保険」への拡大

（3）－①で記述したように、戦前の精神病床入院

における社会保険のプレゼンスは不明確であり、

統計上は私費入院のカテゴリーの中で扱われてい

た。当時の社会保険の状況を見ると、国民健康保

険法や職員健康保険法（1940年施行）の施行前

は、公的な社会保険の被保険者数は1935年時点

でも304万人（政府管掌が209万人、組合管掌

が94万人）に過ぎず（吉原・和田、2008：63）、

さらに戦前の社会保険の給付範囲は戦後と比べる

と限定的であった。これらを勘案すると、戦前に

おける精神病床入院に対する社会保険給付は、私

費入院費用のごく一部を補うにすぎない規模であっ

たと推測される。

このような状況は戦時下の社会保険制度の拡大

と戦後の国民皆保険の実現により大きく変化する。

この戦前から戦後にかけての社会保険制度の継承

と拡大については吉原・和田（2008）等の研究

があるため詳述は避けるが、社会保険の制度的骨

格は戦前から戦後へと継承された一方、その規模

は国民皆保険の実現によって大きく拡大した。精

神病床入院に限っても、戦後の皆保険化によって

精神病床への私費入院は社会保険による入院に置

き換わり、措置入院や公的扶助入院による公費投

入の対象とならなかった精神病床入院を財源的に

支えたといえる。

すなわち、「行政収容」や「公的扶助」に加え

て、「社会保険」の領域においても、戦前から継

承された制度をベースとした制度の拡大と支出増

が実現し、精神病床入院もその影響下で増加して

いったと考えられる。

本節では、3節までの考察を踏まえ、国レベル

の長期統計を用いて仮説IIを検証する。

（１）支出形態別の精神病床入院の拡大

図3は、「行政収容」、「公的扶助」、「私費・社

会保険等」という精神病床入院への3つの支出

形態別に、戦前から戦後を通じた入院患者数の実

数あるいは推計値を示している注4。また参考のた

めに監護法による私宅監置者数の推移も記した。

まず戦前をみると、第一に、1930年を境に「行

政収容」による公費入院者（すなわち監護法・病

院法による公費入院者数）が私宅監置者数を上回っ

ている。地域差等の違いに考慮する必要があるも

のの、これは戦前においてすでに精神障害者に対

する収容形態の中心が、量的には私宅監置から病

院での公的収容に移行しつつあったことを示して

いる。第二に、「私費・社会保険等」も1930年

代後半は私宅監置者数と同水準に達していた。つ

まり、1930年代後半には、私費・公費による病

院への入院・監置がそれぞれ私宅監置と同等ある

いはそれ以上の水準で存在した。一方で、戦前の

「公的扶助」による入院は、全国で1000人を超

える程度の救護法による患者数に限定されていた

と推測される。

次に、戦前から戦後にかけての支出形態別の入
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院患者数の転換をみると、従来の研究では看過さ

れてきた戦前から戦後初期にかけての精神病床入

院の歴史的動態が明らかになる。第一に、1930

年代を通じて主流な入院形態であった「行政収容」

による公費入院は戦後にいったん減少し、1950

年代は比較的低水準であった。そして1961年に

急拡大し、その後は一時的に3類型の中で最も

高水準となったが、増加率は徐々に低下し、

1971年より減少に転ずる。第二に、戦前では非

常に低水準であった「公的扶助」による入院患者

数は、新生活保護法施行の翌年の1951年の時点

で既に「行政収容」や「私費・社会保険等」によ

る入院患者数より高い水準であった。3－（2）－

③で示した1949年度の精神病院統計も踏まえれ

ば、この戦後初期の医療扶助入院の拡大は旧生活

保護法の施行後に既に生じていたと考えられる。

第三に、「私費・社会保険等」による入院の水準

は、1951年時点では1930年代末と大きく異な

らないものの、1951年から1960年にかけて大

きく拡大している。高木（1994）20）が示すように

同時期は社会保険適用人口の拡大期であり、その

影響と考えられる注5。

すなわち、1950年代における精神病床入院の

急増期において、精神病床入院の拡大の財源面か

ら見た主役は、1950年に施行された精神衛生法

下の措置入院ではなく、新旧の生活保護法におけ

る医療扶助入院や、皆保険への道を歩みつつあっ

た公的医療保険による入院であった。むろん精神

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
―制度形成と財政的変遷の歴史分析―
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図3 支出形態別の人口1万人当たり精神病床入院患者数（1901－1980年）

出所）戦前統計は、『衛生年報』各年版、『衛生局年報』各年版、菅（1937）、寺脇（2007）に基づいて著者作成。戦後統計は『衛生
年報』各年版、厚生省公衆衛生局『わが国における精神障害の現状 昭和38年障害者実態調査』 1965年、『病院報告』各
年版、『厚生省報告例』各年版、『精神保健福祉課調』各年版、『福祉行政報告例』各年版に基づいて著者作成。詳細はウェブ
サイト「精神医療データベース」（注3にURL記載）を参照のこと。



衛生法により措置入院とともに導入された同意入

院は、財源的には医療扶助や社会保険に支えられ

ていたが、入院形態としては精神衛生法に規定さ

れており、同法のインパクトを過少評価するべき

ではない。しかし、この時期の急激な入院増を財

源的に支えたのは、精神衛生法ではなく、「公的

扶助」と「社会保険」（あるいは私費）という異

なる制度的体系だったのである注6。

次いで1960年代は、措置入院の急増をはじめ、

生活保護の各種扶助基準の引き下げや皆保険化の

実現などを背景に、「行政収容」、「公的扶助」、

「私費・社会保険等」のすべての領域で精神病床

入院の急激な増加が生じた。一方、1970年代は、

措置入院次いで医療扶助入院が減少傾向に入る一

方、社会保険による入院は伸び続け、その趨勢は

1990年頃まで続く。

最後に、歴史的動態の中でこの3つの支出形

態がどのような補完関係を有していたかについて

検討する。第一に旧・新生活保護法の成立は、

「行政収容」（措置入院）から「公的扶助」（医療

扶助入院）への代替を促したと考えられる。これ

は実本（1952）21）にて取り上げられている1952

年の厚生省社会局長・公衆衛生局長の連名通知の

内容とも整合的である。この通知により都道府県

は、当時は国庫補助率が低かった措置入院に本来

は該当する患者を医療扶助の適用とすることで、

財政負担を軽減させることが認められた。そのた

め、1950年代の扶助入院には措置入院の対象と

なるはずであった患者が混入していたと考えられ

る。

第二に、この精神衛生法と生活保護法の国庫補

助率の格差は1961年の精神衛生法改正により消

滅し（3－（1）－③参照）、その直後に措置入院は

急増したものの、同時期の医療扶助入院の減少は

一時的なものに留まり、1960年代後半には医療

扶助入院は措置入院を上回るペースで増加した

（図3参照）。これは、生活保護法の制度的拡張

期でもあった1960年代において（3－（2）－③参

照）、医療扶助入院は措置入院とは質的に異なる

独立した精神病床入院の受け皿となっていたこと

を示唆している。

第三に、1970年代以降、「行政収容」型入院

は急減し、「公的扶助」型入院の増加も鈍化する

一方、「社会保険」型入院は急増していく。これ

は「行政収容」及び「公的扶助」型入院が、ある

程度「社会保険」型入院に代替されうるものだっ

たことを示唆しており、その検証は今後の課題で

ある。

（２）公的医療支出の拡大

次に、4－（1）の入院者数による分析を補うた

めに、「行政収容」、「公的扶助」、「社会保険」の3

領域での精神病床入院への公的支出規模そのもの

を分析し、その戦前から戦後にかけての変遷の特

徴を明らかにする。図4は、戦前および戦後の

精神病床入院費用の対GDP比の推計値を、「行

政収容」、「公的扶助」、「社会保険」、そしてその

いずれにも属さない「私費・自己負担」に分けて

記載している。統計上の制約により、戦前は

1935年のみ、戦後は1965年以降のみの推計値

である。また推計に用いる国民医療統計は、戦後

初期においては「制度区分別」統計のみが入手可

能であるため、本分析における戦後の「社会保険」

には、国庫・都道府県負担の公費分も含まれると

いう限界もある。

これによると、1935年には「行政収容」に基

づく公的支出の対 GDP比はわずか 0.015％、

「公的扶助」は同0.002％であるのに対し、戦後

の1965年には両者ともに0.065％まで上昇し、

かつ「社会保険」に基づく公的支出の対GDP比

も0.049％に達する。すなわち、戦前から戦後に

かけて、精神病床入院への公的支出は顕著に増加

している。また 1970年、1975年においては
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「行政収容」の対GDP比は微減・横ばいである

ものの、「公的扶助」や「社会保健」の対GDP

比は飛躍的に伸び、1975年には共に0.1％を超

える。戦前においては「行政収容」に基づく公的

支出が中心であったことを踏まえると、ここでも

戦後は「公的扶助」や「社会保険」に基づく公的

支出のプレゼンスが顕著に高まったことが確認で

きる。

以上の本節の分析をまとめると、次の2点が

指摘できる。第一に、戦後の精神病床入院や公的

支出規模の拡大は、「行政収容」、「公的扶助」、

「社会保険」という戦前から引き継がれた3つの

公的支出経路のいずれにおいても生じている。第

二に、戦前から戦後への転換期における精神病床

入院の増加のタイミングは、それぞれの領域で異

なっている。まず公的扶助による入院の拡大は旧

生活保護法の時代から生じていたと推測され、

1951年には、戦前の医療収容救護はむろんのこ

と同時期の措置入院と比べても高い水準の精神病

床入院をファイナンスしていた。一方、社会保険

による入院は1951年時点では戦前の水準とさほ

ど変わらなかったものの、皆保険前夜の1950年

代において着実に拡大したと考えられ、その増加

率は1960年代の皆保険達成以降はさらに高くな

る。最後に、戦前は3類型の中で最も高い水準

であった「行政収容」による公費入院は1960年

代までは戦前を下回る水準であったが、1961年

の精神衛生法改正等を契機に急激な増加に転じ、

1970年からは早くも急減し始めた。

精神病床入院体系における3類型の成立と展開
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図4 支出形態別の精神病床入院への公的支出の対GDP比（推計値、％）

出所）戦前は菅（1937）の「精神病者実数」と「経常費」及び一橋大学経済研究所の『戦前期日本県内総生産データベース』の「粗
付加価値額」に基づき著者推計。戦後は『病院報告』の「措置入院患者数」、『社会福祉業務報告』の「医療扶助入院患者数」、
『国民医療費』の「公費負担」及び「国内総生産」に基づき著者推計。推計の詳細はウェブサイト「精神医療データベース」を
参照のこと。



本稿の主要な成果は、第一に、日本の精神病床

入院に対する「行政収容」、「公的扶助」、「社会保

険」という3つの公的支出形態が戦前から戦後

へと継承されたことを論証したことである。第二

に、戦前から戦後にかけての精神病床入院者と公

的支出規模の長期的動態を3類型ごとに検証し、

各類型における戦後の諸改革がその後の病床入院

増と連動していることを確認したことである。

その結果、「公的扶助」と「社会保険」という

精神医療に特化しない領域における制度改変が、

精神病床入院増を財源面から支えたことが明らか

となった。また、この両経路からの入院増は「行

政収容」による入院が減少を始める1970年代以

降も続き、同時期以降に日本が国際的な脱病院化

の潮流から取り残された一つの制度的要因になっ

たと考えられる。つまり、精神医療の特別法たる

精神衛生法ではない、生活保護法と社会保険諸法

の改革や変動のほうが、財政的な面では精神病床

入院数の推移に重要な意味を持っていたのである。

以上より、戦後の精神病床入院に対する複線的

な公的支出パターンは、強い政策的意図をもって

構築されてきたのではなく、戦前期に既に未熟な

がら成立していた3つの枠組みを引き継ぐ形で

始まり、その3領域における独立した制度改革

を契機として、精神病床入院増をもたらしたこと

が明らかになった。

一方、これら3類型からの精神病床入院には、

入院患者の社会的属性、入院期間、入院実態等に

おいて大きな違いが存在したと考えられる。こう

した点の検証は今後の課題としたい。
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注
1 本稿における法・制度や制度運用の歴史的検証は、

後藤（2012a,2002b,2013）の実証研究をベースに

しているため、個別制度の運用実態の内容等につい

てはそれらを参照のこと。

2 むろん対象者の拡大や一人当たり給付額の拡大に

よる入院需要増が入院患者増に帰結するには入院需

要に見合うだけの病床供給が実現する必要がある。

そのメカニズム及び需給関係の分析は重要な分析課

題であるが、本稿では紙面の制約上、入院需要増に

見合うだけの民間主体の病床供給が実現したことだ

けを指摘するにとどめる。本稿では、戦前から継承

された民間病院主体の精神病床供給という供給サイ

ドの分析や、戦前から継続的に存在する精神病床供

給・利用の地域差の分析は行わず、もっぱら公的支

出の3類型の観点から見た国レベルでの入院患者増

や公的支出増に焦点を当てる。供給サイドや地域差

についての分析は別稿にまとめる予定である。

3 精神病院法、精神病者監護法の関連法規は、筆者

ら作成の「精神医療データベース」https://sites.

google.com/site/seishiniryo/に全文掲載している。

4 ここで「行政収容」は戦前の監護法・病院法下で

の公費による病院収容と戦後の措置入院であり、

「公的扶助」は戦前の医療収容救護と戦後の医療扶

助入院、「私費・社会保険等」はその他全てであり、

監護法下の私費負担での病院収容もここに含まれる。

また戦後は全精神病床の入院者数であるのに対し戦

前は精神病院の入院者数である。さらに戦後の統計

は全て実数だが、戦前の医療収容救護は菅（1937）
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記載の1935年時点の統計（図2）のみ入手可能で

あるため、これと表3の救護法統計を用いて1935-

39年までの医療収容救護による入院者数を推計した。

図3の統計の詳細はウェブサイト「精神医療データ

ベース」に記載している。

5 高木（1994）の推計によれば、公的医療保険適用

人口の総人口に対する割合は、1949年には55.9％

であったが、1958年は82.4％、「国民皆保険」達成

の1961年は98.7％である。

6 なお中山（1980）も1950年代の精神病床入院増

において生活保護法が中心的役割を果たしたことを

指摘している。一方で、戦前及び1950年代初頭と

の比較においてこの時期に「私費・社会保険」によ

る入院も大きく増加したことへの言及はない。
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TheEstablishmentandDevelopmentofThreeTypesof
PsychiatricHospitalizationinJapan:AHistoricalAnalysis
ofInstitutionalFormationandFinancialTransition

MichihitoAndo＊1,MotoyukiGoto＊2

Abstract

Therapidexpansionofpsychiatrichospitalizationinpost-warJapanduring1950sand1960swasfinancedby
threetypesofpublicexpenditureprograms,eachofwhichwasbasedondifferentinstitutionalcharacteristics.
Thefirsttypeofprogram wascompulsoryhospitalizationundertheMentalHygieneAct,whichwas"public
custody"implementedbylocalgovernments.Thesecondtypewashospitalizationwithmedicalpublicassistance,
whichwasprimarilyviewedasameans-tested"publicassistance"programforthepoor.Thethirdandfinaltype
washealthcarebenefitsfrom thepublichealthinsuranceprogramsthathadbeenformulatedaspartofthe
nation-wide"socialinsurance"system.
Inthispaper,weaddressthefollowingquestion:whyandhowdidthesethreetypesofpublicexpenditures

cometoplaycrucialfiscalrolesintheformationofpost-warlarge-scalepsychiatricinstitutionalization?This
questionisimportantbecausepreviousstudieshavetendedtofocusontheextremeexpansionofcompulsory
hospitalizationby"publiccustody"inthe1960sandhaveoftenfailedtoinvestigatethesignificantcontributions
ofpublicexpendituresvia"publicassistance"and"socialinsurance"tothepost-warincreaseinpsychiatric
inpatients.Infact,theselattertwopublicspendingschemeshavepersistentlyandsignificantlycontributedtothe
increaseinpsychiatricinpatientsfromtheearly1950stothepresent,whereascompulsoryhospitalizationby
"publiccustody"wasresponsibleforthelargestnumberofpsychiatrichospitalizationsforonlyafewyearsinthe
1960s.
Theabovequestioncanbedividedintotworesearchtopics.First,weinvestigatethehypothesisthatpublic
expendituresonpsychiatrichospitalizationthroughthethreedifferentschemes,thatis"publiccustody","public
assistance"and"socialinsurance",havetheirinstitutionaloriginsinthepre-warera(hypothesisI).Second,we
analyzethehypothesisthatseveralimportantpost-warreformsofthethreetypesofpublicexpenditureresulted
intherapidpost-warexpansionofpsychiatrichospitalization(hypothesisII).
RegardinghypothesisI,ourinvestigationbasedonhistoricaldocumentsandstatisticsrevealsthatthe
post-warsystemsofthethreepublicexpenditureschemesoutlinedabovehaveidentifiableoriginsinpre-war
hospitalizationschemesforpeoplewithmentalillnesses.WhenitcomestohypothesisII,patternsofincreasesin
psychiatrichospitalizationbetweenthe1930sandthe1970sprovidesomeevidencethatthishypothesisis
plausible.Inaddition,wefindthat"publicassistance"and"socialinsurance"hadmoresignificantrolesthan
"publiccustody",atleastintermsofprovidingfiscalresourcesforpsychiatrichospitalization.
Overall,ourstudymakesitclearthatthepost-warpatternsofpublicexpenditureforpsychiatric
hospitalizationwerenottheconsequenceofstrongpoliticalorpolicyinitiativesandthattheabovethreetypesof
publicexpenditureschemeshavetheiroriginsinpre-warinstitutions.Inaddition,whileseveralpost-warreforms
ofthesethreetypesofprogramsresultedintherapidexpansionofpsychiatrichospitalization,insomecasesthis
wasnotnecessarilytheirintendedresult.

[Keywords]psychiatrichospitalization,publicexpenditure,theMentalPatients'CustodyAct,theMental
HospitalsAct,thePoorReliefAct,theHealthInsuranceAct,theMentalHygieneAct,thePublicAssistanceAct,
historyofpsychiatry
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